
３大災害（地震・噴火・水害）の
熊本から

復興していく力の源泉を考える

２０２２年１月
青山佾



２０１６年４月熊本地震
死者合計 ２７３人
直接死 ５０人
関連死 ２１８人
６月豪雨災害関連死 ５人
住家被害総数 125,453件

※震度7が２回
※長期間揺れた



２０１６年４月崩壊・阿蘇大橋 ２０２１・１









噴煙を上げる現在の中岳



熊本城再建中



阿蘇神社再建工事中
（画面正面は大きな写真です）



２０２０年７月人吉水害
※川辺川ダム事業再開論台頭



半年を経た現状





ダムのため五木村は上流に移転済み



熊本駅と－－



さくらセンターとそれぞれ発展



熊本県の県民生産＝地震後にUP
（熊本県ＨＰ）



熊本は三大災害にめげない
＝東北との違い＝

⇩
復興に至る地域の力量の差は何か

政治力
行政力
市民力

－－－－－－－－－
その基盤にある歴史的な力の蓄積



明治維新後 ３大都市
大正時代 ６大都市
昭和時代 一極集中
現 代 ２１大都市

熊本の実力はどこにあるのか



横浜市 3,740,172
大阪市 2,725,006
名古屋市 2,320,361
札幌市 1,966,416
福岡市 1,579,450
神戸市 1,527,407
川崎市 1,516,483
京都市 1,468,980
さいたま市1,295,607
広島市 1,199,252
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仙台市 1,088,669
千葉市 977,247
北九州市 945,595
堺市 831,017
新潟市 800,582
浜松市 794,025
熊本市 739,556
相模原市 723,012
岡山市 721,329
静岡市 695,416



(日本人外国人計)

国内転出入 国外転出入

東京23区 △5081 5699
横浜市 103 627
大阪市 344 82
名古屋市 54 831
札幌市 577 13
福岡市 171 52
神戸市 △174 431
川崎市 △28 264
京都市 △313 △34
さいたま市 452 216
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(日本人外国人計)
国内転出入 国外転出入

広島市 △60 112
仙台市 124 △6
千葉市 567 △551
北九州市 △25 186
堺市 △51 2
新潟市 137 32
浜松市 △96 90
熊本市 84 63
相模原市 348 113
岡山市 56 258
静岡市 △126 5



政府統計による県内総生産（生産側、実質）のブロック表

（北海道・東北）
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟
（関東）
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野
（中部）富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重
（近畿）滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
（中国）鳥取、島根、岡山、広島、山口
（四国）徳島、香川、愛媛、高知
（九州）
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄



平成29年度 県民経済計算推計結果
県内総生産（生産側、実質）ブロック別計 内閣府

(人口)
北海道・東北 60,564,174千万円16,422,911人
関 東 225,323,894 46,145,793
中 部 83,109,160 17,990,069
近 畿 83,498,336 20,630,545
中 国 29,324,341 7,368,766
四 国 14,092,891 3,788,527
九 州 49,572,486 14,359,599



平成29年度 県民経済計算推計結果
県内総生産（生産側、実質）ブロック別計 内閣府

人口一人あたり

北海道・東北 2,788千円
関 東 3,851
中 部 3,388
近 畿 3,056
中 国 2,990
四 国 2,863
九 州 2,666



２０２１・１・２５発表死亡率比較
(暫定値・数字は多少変更されます。人口は住民登録人口)

感染者数 死亡者数 感染者数比死亡率 人口比死亡率

(千人比) (100万人比)

全 国 366,000 5,119 1・42 40・26
東京都 93,958 779 8・29 58・42
大阪府 41,455 836 20・17 94・47
北海道 16,661 569 34・15 108・03
兵庫県 15,436 352 22・80 63・43



日本でなぜ病床逼迫?
人口10万人当たりICU等病床数
(2020年厚生労働省)
米 国 34・7
ドイツ 29・2
イタリア 12・5
フランス 11・6
韓 国 10・6
日本 4・3または13・5(HCU含む)



人口10万人当たりICU等病床数
(中医協2017病床機能報告)

ICU(2:1看護) 準ICU(4:1及び5:1)
全 国 5・6 8・1
東京都 8・0 7・1
大阪府 6・9 9・2
北海道 4・2 9・1
兵庫県 6・8 8・6


